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財団法人財団法人財団法人財団法人    日本サッカー協会日本サッカー協会日本サッカー協会日本サッカー協会    

2011201120112011 年度年度年度年度    第第第第 7777 回理事会回理事会回理事会回理事会    

報告報告報告報告事項事項事項事項    

 1. ＦＩＦＡクラブワールドカップの件 

  (1) ＦＩＦＡ－ＦＣＷＣ組織委員会について 

 以下にて会議が開催された。  

日時： 10 月 17 日（月） 09:00 

場所： チューリヒ／ＦＩＦＡ本部 

出席： 田嶋副会長、五香 

 内容： 日本の準備状況を報告 

(2) オフィシャルドローについて 

 以下にて 2011 年大会の組み合わせ抽選会を実施予定 

 （チーム A・B・Cの出場枠に、AFC・CAF・CONCACAF 代表クラブのいずれかが入る） 

日時： 11 月 17 日（木） 16:00 

場所： 名古屋／ミッドランドスクエア 

(3) ＪＦＡ実行委員会について 

 以下にて第 2回実行委員会を開催する。 

日時： 11 月 30 日（水） 14:00‐15:00 

場所：  ＪＦＡハウス 4F 会議室 6 

 2. ＦＩＦＡ理事会 報告の件 

  10 月 20 日・21日にＦＩＦＡ理事会がスイスで開催された。主な決定事項は以下のとおり。 

1. 2011.6 月 1 日のＦＩＦＡ総会にてブラッター会長からの「Good Governance（良い統治）、

Transparency（透明性）、Zero Tolerance（妥協なし）」の提案に沿い、以下を決定した。 

＜下記 4つのタスク・フォースの創設＞ 

� 規約改定タスク・フォース 

� ＦＩＦＡ倫理委員会タスク・フォース 

� Transparency・Compliance タスク・フォース 

� フットボール 2014 タスクフォース（2011.5 月より活動中。田嶋副会長もメンバー） 

＜Good Governance 委員会の創設＞ 

ＦＩＦＡが行う改革を監督する。サッカー界以外からのメンバーも加える予定。 

＜ＦＩＦＡ Good Governance のロードマップの策定＞ 

本日から 2013ＦＩＦＡ総会に関するロードマップを策定する。 

2. 2014ＦＩＦＡワールドカップの試合スケジュールを決定した。 

3. ソマリアに緊急支援として 2011.8 月に下した国際赤十字社へ百万 US$を寄贈する決定が承認

された。 

4. ＦＩＦＡクラブワールドカップ 2013・2014 のホスト国は、応募して残っているのはモロッコ

である。2011.12 月の理事会でホスト国が決定される可能性がある。 
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5. 加盟協会関連 

＜シリア＞ 

正常化委員会を指名し、2011.12.11 までに選挙を行うというＦＩＦＡ緊急委員会が

2011.09.15 に下した決定を確認した。 

＜ボスニア・ヘルツェゴビナ＞ 

正常化委員会の任期を 2012.12.31 までに実施される選挙までに延長した。 

 3. ＦＩＦＡ倫理委員会 報告の件 

  10 月 14 日にＦＩＦＡ倫理委員会より以下の決定が発表された。 

本件は、カリブサッカー連盟（Caribbean Football Union）が 5月 10 日・11 日にトリニダード・

トバゴで行った会議に関してＦＩＦＡ倫理委員会が調査し、ＦＩＦＡ倫理規定に明らかに違反す

るとして 8月に倫理訴訟を開始していたものである。 

氏名 加盟協会(MA) 
2011.5 現在の

MA での役職 
FIFA 倫理委員会の決定事項 

Franka Pickering 
英連邦バージン

諸島 
会長 

18 ヶ月間いかなるサッカー活動の禁止と罰

金 CHF500。 

Horace Burrell ジャマイカ 会長 

6 ヶ月間いかなるサッカー活動の禁止。 

但し、2 年間の執行猶予期間により、FIFA

倫理委員会はこの決定を 3 ヶ月間保留す

る。 

Osiris Guzman ドミニカ共和国 会長 

30日間いかなるサッカー活動の禁止と罰金

CHF300。 

但し、6 ヶ月の執行猶予期間により、FIFA

倫理委員会はこの決定を 15 日間保留す

る。 

Ian Hypolite 
セントビンセント・

グレナダ 
GS 

30日間いかなるサッカー活動の禁止と罰金

CHF300。 

但し、6 ヶ月の執行猶予期間により、FIFA

倫理委員会はこの決定を 15 日間保留す

る。 

Aubrey Liburd 
英連邦バージン

諸島 
副会長 懲戒処分と罰金 CHF300 

Hillaren 

Frederick 
US バージン諸島 会長 懲戒処分と罰金 CHF300 

Anthony Johnson 
セントキッツ・ネ

ービス 
会長 懲戒処分 

David Hinds バルバードス GS 警告 

Mark Bob Forde バルバードス   警告 
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Richard Groden 
トリニダード・トバ

ゴ 
GS 警告 

Yves Jean-Bart ハイチ 会長 警告 

Horace Reid ジャマイカ GS 警告 

Felix Ledesma ドミニカ共和国 監査 違反なしと見做された。 

Noel Adonis ガイアナ GS 尋問延期 

Patrick Mathurin セントルシア 会長 情報不足により、現時点では未決定。 

David Frederick ケイマン諸島 副会長 

サッカー関係者ではなくなっているので訴

訟終了。 

サッカー関係に復帰する場合は、FIFA 倫

理委員会は再度調査を行う。 

Joseph Delves 
セントビンセント・

グレナダ 
会長 

サッカー関係者ではなくなっているので訴

訟終了。 

サッカー関係に復帰する場合は、FIFA 倫

理委員会は再度調査を行う。 
 

 4. ＦＩＦＡ会議の件 

  10 月に開催されたＦＩＦＡ各種会議への出席者は以下の通り。 

10 月 17 日 ＦＩＦＡクラブワールドカップ組織委員会   田嶋副会長 

10 月 25 日 ＦＩＦＡタスクフォースフットボール 2014  田嶋副会長 

 5. なでしこジャパンの紫綬褒章受章の件 

  11 月 3 日、日本政府（内閣府）は、FIFA 女子ワールドカップドイツ 2011 で優勝した日本女子代

表チーム（なでしこジャパン）に、紫綬褒章を授与することを決定した。 

【受章理由】 

サッカー競技界にあって優れた成績を挙げよく斯界の発展に寄与した。 

【表彰式日時・場所】 

11 月 15 日（火） 11:00 如水会館 

 6. U-18/U-15 年代のゲーム環境の整備の件 

  （報告）（報告）（報告）（報告）資料№資料№資料№資料№1111 

2009 年 10 月 8日の第 6回理事会にて『2005 年宣言の具現化！リーグ文化の定着！』の件が承認

され、全国でリーグ定着を進め 2 年が経過した。2012 年完成目標に向け、各 FA でリーグ整備を

実施している中で、改めて 2 種、3 種のリーグの基本要件の確認をし、基本要件を満たした上で

FA リーグは、上位リーグ（地域リーグ）及び JFA 主催大会と連携するものとする。 

 7. 競技会における自動体外除細動器（AED）配備の件 

  （報告）（報告）（報告）（報告）資料№資料№資料№資料№2222 

2011 年度 10 月理事会において「チームに対する医学的義務」が該当リーグ所属チームに対して

自動体外除細動器（AED）の所持及び携行が義務付けられた。 
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他方で競技会を開催する側面でも、AED の配備を推進していくことが事故の未然防止に役立つと

いう点から、下記の通り AED 配備について義務付けを行っていく。 

① 本協会が主催する競技会（国際試合含む）： AED の配備を義務付ける 

② 上記以外の競技会                   ： AED 配備を推奨する 

＜地域・都道府県サッカー協会ならびに各種連盟への通達文書案＞ 

別紙参照 

 8. 役員・審判員海外派遣の件 

   (役員） 

① AFC Elite Futsal Referee Recruiting 2011 

ﾘｸﾙｰﾀｰ：平野 伸一 

期 間：10 月 15 日～17日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

② AFC Elite Futsal Referee Recruiting 2011 

ﾘｸﾙｰﾀｰ：平野 伸一 

期 間：10 月 24 日～26日 

場 所：ドバイ/UAE 

③ AFC Project Future Referees Batch 2010 – 2nd Development Course 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：石山 昇 

期 間：10 月 24 日～31日 

場 所：マレ/モルディブ 

④ 2014 FIFA World Cup Brazil™ - Preliminary Competition Asian Zone 

Round 3 – Group A – Singapore vs. China PR 

ｱｾｯｻｰ：小幡 真一郎 

期 間：11 月 13 日～16日 

場 所：シンガポール 

⑤ 5th UEFA Course for European International Futsal Referees 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：松﨑 康弘 

期 間：12 月 5 日～9日 

場 所：プラハ/チェコ 

⑥ＡＦＣカップ 2011 

決勝 ＮＡＳＡＦ（ウズベキスタン）vs. ＫＵＷＡＩＴ ＳＣ（クウェート） 

セキュリティーオフィサー： 加賀山 公 

試合日：10 月 29 日 

場 所：ウズベキスタン 

⑦ＡＦＣ Ｕ-16 女子選手権 2011 

参加国： オーストラリア、中国、ＤＰＲＫ、日本、韓国、タイ 

大会期間：11月 3日～13日 

マッチコミッショナー： 江川 純子 

場 所：中国 南京 
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(審判員） 

① AFC U16 Women’s Championship 2011 - Final 

審判員：佐藤 奈美、千葉 恵美 

期 間：10月31日～11月14日 

場 所：南京/中国 

② 26th South East Asia Games Football Competition 2012 (SEA Games) 

審判員：東城 穣  

期 間：11月6日～23日 

場 所：ジャカルタ/インドネシア 

③ AFC Development Group Referee Course 2011 

審判員：飯田 淳平、山本 雄大 

期 間：11 月 9 日～16日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

④ AFC Futsal Championship 2012 (Qualifiers) - East Zone 

審判員：延本 泰一 

期 間：11 月 10 日～20日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

⑤ 2014 FIFA World Cup Brazil™ - Preliminary Competition Asian Zone 

Round 3 – Group E – Qatar vs. Bahrain 

審判員：西村 雄一、相樂 亨、名木 利幸、佐藤 隆治 

期 間：11 月 12 日～17日 

場 所：ドーハ/カタール 

⑥ AFC Project Future Referees – Final Development Course for Batch 2009 

審判員：三上 正一郎 

期 間：11 月 16 日～24日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

⑦ CFA Cup Final 

審判員：山本 雄大、岡野 宇広、唐紙 学志 

期 間：11 月 17 日～20日 

場 所：合肥/中国 

⑧ Beach Soccer Intercontinental Cup Dubai 2011 

審判員：櫻田 雅裕 

期 間：11 月 19 日～28日 

場 所：ドバイ/UAE 

⑨ AFC Futsal Championship 2012 (Qualifiers) – ASEAN Zone 

審判員：小崎 知広、宮谷 直樹 

期 間：11 月 23 日～12月 2 日 

場 所：バンコク/タイ 

⑩ Men’s Olympic Football Tournament London 2012 – 

Preliminary Competition Asian Zone – Round 3 – Group A 
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Korea Republic vs. Saudi Arabia 

審判員：西村 雄一、相樂 亨、名木 利幸、佐藤 隆治 

期 間：11月25日～28日 

場 所：ソウル/韓国 

⑪ 5th UEFA Course for European International Futsal Referees 

審判員：宮谷 直樹 

期 間：12 月 4 日～9日 

場 所：プラハ/チェコ 

⑫ AFC Futsal Championship 2012 (Qualifiers) - West Zone 

審判員：延本 泰一 

期 間：12月6日～17日 

場 所：クウェート 

 9. 日本サッカーミュージアムの件 

  １）入場者数報告 

    10 月 3,337 人  1 日平均 128.3 人 

 （2010 年 2,109 人 2009 年 2,032 人 2008 年 1,773 人 2007 年 1,982 人） 

2011 年度 46,867 人 1 日平均 280.6 人 

 10. 海外遠征申請の件 

  （1）(財)福島県サッカー協会 

チ ー ム JFA アカデミー福島 （女子） 

遠征期間 12 月 29 日（木）～1月 12日（木） 

遠 征 先 フロリダ/アメリカ合衆国 

（2）(財)茨城県サッカー協会 

チ ー ム 鹿島アントラーズユース （第 2種） 

遠征期間 10 月 18 日（火）～21日（金） 

遠 征 先 蔚山/韓国 

（3）(社)栃木県サッカー協会 

チ ー ム 栃木県大学選抜チーム （第 1種） 

遠征期間 11 月 22 日（火）～27日（日） 

遠 征 先 仁川市/韓国 

（4）(財）埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 坂戸ディプロマッツ （第 3種） 

遠征期間 12 月 22 日（木）～29日（木） 

遠 征 先 バンコク/タイ 

（5）(財)東京都サッカー協会 

チ ー ム 東京都シニアサッカー連盟選抜（Over40, Over50）（シニア） 

遠征期間 12 月 3日（土）～5日（月） 

遠 征 先 ソウル市/韓国 

（6）(社)福岡県サッカー協会 

チ ー ム アビスパ福岡 U-18（第 2種） 
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遠征期間 12 月 26 日（月）～30日（金） 

遠 征 先 昌原/韓国 

 

【遠征中止】    

（1）(社)宮城県サッカー協会   

チ ー ム ベガルタ仙台ジュニア （第 4種） 

遠征期間 10 月 31 日（月）～11月 6日（日） 

遠 征 先 ソウル市/韓国 

 11. 感謝状贈呈の件 

  第66回国民体育大会「おいでませ！山口国体」 開催地に対して、運営に対する多大な貢献が

あったことから、感謝状を贈呈する。 

山口県、山陽小野田市、山口市、下関市、 (社)山口県サッカー協会 

 12. 第 91 回天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦組み合わせの件 

  （報告）（報告）（報告）（報告）資料№資料№資料№資料№3333 

第 91回天皇杯全日本サッカー選手権大会につき、10 月 8日・10日・12日に開催された 2回戦の

結果を受けて、3回戦の対戦カードが別紙の通り決定した。 

 13. ＪＦＡロングパイル人工芝ピッチ公認（更新）の件 

  （更新） 

1．公 認 申 請 者：岡山県 

施 設 名：岡山県美作ラグビー・サッカー場 

施 設 所 有 者：岡山県知事 石井 正弘（いしい まさひろ） 

ロングパイル人工芝：ビッグターフ（66-POM）/ 日本フィールドシステム㈱ 

公 認 期 間：2011年10月20日～2014年10月19日 

公 認 番 号：第23号 

＜特記事項＞ 

公認規程に基づき 1回の検査（フィールドテスト）を実施し、 

JFA ロングパイル人工芝基準を満たしている。 

2．公 認 申 請 者：日産ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｻｰﾋﾞｽ・淞南ﾍﾞﾙﾏｰﾚSC共同事業体 

施 設 名：平塚市馬入ふれあい公園・馬入サッカー場 

施 設 所 有 者：平塚市長 落合 克宏（おちあい かつひろ） 

ロングパイル人工芝：グラングラス（F55）/ 美津濃㈱ 

公 認 期 間：2011年11月10日～2014年11月9日 

公 認 番 号：第27号 

＜特記事項＞ 

公認規程に基づき 1回の検査（フィールドテスト）を実施し、 

JFA ロングパイル人工芝基準を満たしている。 

 14. 2012 年度 公認 S級コーチ養成講習会開催要項の件 

  （報告）（報告）（報告）（報告）資料№資料№資料№資料№4444 

2012 年度公認 S級コーチ養成講習会を別紙開催要項のとおり実施する。 
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 15. 東日本大震災復興支援 ｳｴﾝﾌﾞﾘｰでの交流試合（高校生）の件 

  行事名：東日本大震災復興支援 被災地高校生サッカーマッチ＠ ウェンブリー 

    イングランド遠征 

主 催：在英国日本国大使館、在英日本商工会議所 

協 力：Ｔｈｅ ＦＡ（イングランドサッカー協会）、財団法人日本サッカー協会 

期  間：11 月 21 日(月)～27 日(日) 

場  所：イングランド・ロンドン  

〔スケジュール〕 

 11 月 21 日（月）    集合 

 11 月 22 日（火）    日本発・ロンドン着 

 11 月 23 日（水・祝）  練習（帝京ロンドンのグラウンドを使用予定） 

 11 月 24 日（木）    在英日本人チームとのサッカー試合 

 11 月 25 日（金）    ロンドン視察（予定） 

 11 月 26 日（土）    ロンドン発 

 11 月 27 日（日）    日本着 

［スタッフ］ 

団長・監督 ：加藤 久（(財)日本ｻｯｶｰ協会特任ｺｰﾁ） 

総務・広報 ：福士 一郎太（(財)日本サッカー協会技術部） 

［選手］ 

ＧＫ 後藤 優      岩手県 (岩手県立大船渡高等学校) 

   志賀 久也     福島県 (福島県立小高工業高等学校) 

ＦＰ 上野 峻斗     岩手県 (岩手県立大槌高等学校) 

小原 和樹     岩手県 (岩手県立北上翔南高等学校) 

木下 雄也     岩手県 (岩手県立高田高等学校) 

金野 卓真     岩手県 (岩手県立高田高等学校) 

   石渡 聖也     宮城県 (FC みやぎﾊﾞﾙｾﾛﾅﾕｰｽ／仙台市立仙台商業高等学校) 

    佐々木 啓     宮城県 (FC みやぎﾊﾞﾙｾﾛﾅﾕｰｽ／宮城県利府高等学校) 

関根 広行 ｼﾞｮｰｽﾞｨ 宮城県 (宮城県仙台西高等学校) 

   高橋 佑太     宮城県 (宮城県工業高等学校) 

    真山 大輝     宮城県 (A.C AZZURRI YOUTH／宮城県名取北高等学校) 

    加藤 知樹     福島県 (福島県立小高工業高等学校) 

斎藤 一樹     福島県 (福島県立小高工業高等学校) 

鈴木 康平     福島県 (福島県立小高工業高等学校) 

長尾 雄太     福島県 (福島県立小高工業高等学校) 

    森山 翔太     福島県 (福島県立小高工業高等学校) 

                                以上 16 名 

 16. 日本代表 キリンチャレンジカップサッカー2011 の件 

  行事名：日本代表 キリンチャレンジカップサッカー2011 

期 間：10 月 3 日（月）～7日（金） 

場 所：兵庫県神戸市 
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 [スケジュール] 

10 月 3 日 （月） 集合、トレーニング 

10 月 4 日 （火） トレーニング 

10 月 5 日 （水） トレーニング 

10 月 6 日 （木） 公式練習 

10 月 7 日 （金） 
キリンチャレンジカップサッカー2011  

日本代表 vs ベトナム代表 ○1-0（1-0） 

 [スタッフ] 

監 督 ｱﾙﾍﾞﾙﾄ・ｻﾞｯｹﾛｰﾆ ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

コーチ ｽﾃﾌｧﾉ・ｱｸﾞﾚｽﾃｨ ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

コーチ 関塚 隆 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 和田 一郎 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

GK コーチ ﾏｳﾘﾂｨｵ・ｸﾞｲｰﾄﾞ ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ ｴｳｼﾞｪﾆｵ・ｱﾙﾊﾞﾚｯﾗ ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞﾄﾚｰﾅｰ 早川 直樹 ((財)日本ｻｯｶｰ協会)  

ドクター 柳田 博美 (加古川病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 前田 弘 ((財)日本ｻｯｶｰ協会)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 池内 誠 (フリー)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 菊島 良介   ((財)日本ｻｯｶｰ協会)  

通訳 矢野 大輔 ((財)日本ｻｯｶｰ協会)  

総 務 津村 尚樹 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 加藤 秀樹 ((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部) 

ﾁｰﾑｶﾒﾗﾏﾝ 松田 利幸 ((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 山根 威信 (アディダス ジャパン(株)) 

ｷｯﾄｽﾀｯﾌ 麻生 英雄 (アディダス ジャパン(株)/(株)BOTTOM UP) 

 [選  手] 

GK 川島 永嗣 リールセ SK（ベルギー） 

 西川 周作 サンフレッチェ広島 

 権田 修一  FC 東京 

DF 駒野 友一 ジュビロ磐田 

 今野 泰幸 FC 東京 

 栗原 勇蔵 横浜 F･マリノス 

 伊野波 雅彦 ハイデュク・ヅプリト（クロアチア） 

 長友 佑都 インテル・ミラノ（イタリア） 

 槙野 智章 １．FC ケルン（ドイツ） 

 吉田 麻也 VVV フェンロ（オランダ） 

 酒井 宏樹 柏レイソル  ※追加招集 

MF 遠藤 保仁 ガンバ大阪 

 中村 憲剛 川崎フロンターレ 

 阿部 勇樹 レスター・シティー（イングランド） 
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 長谷部 誠 VfL ヴォルフスブルグ（ドイツ） 

 増田 誓志 鹿島アントラーズ 

 細貝 萌 FC アウクスブルグ（ドイツ） 

FW 藤本 淳吾 名古屋グランパス 

 李  忠成 サンフレッチェ広島 

 岡崎 慎司 VfB シュトゥットガルト（ドイツ） 

 ハーフナーマイク ヴァンフォーレ甲府 

 香川 真司 ボルシアドルトムント（ドイツ） 

 清武 弘嗣 セレッソ大阪  ※怪我の為途中離脱 

 原口 元気 浦和レッズ 

計 24名 

 17. 2014FIFA ワールドカップブラジルアジア 3次予選 ホーム vsタジキスタン代表の件 

  行事名：2014FIFA ワールドカップブラジルアジア 3次予選 ホーム vs タジキスタン代表 

期 間：10 月 8 日（土）～11日（火） 

場 所：大阪府 

 [スケジュール] 

10 月 8 日 （土） トレーニング、移動 

10 月 9 日 （日） トレーニング 

10月 10日 （月） 公式練習 

10月 11日 （火） 
2014FIFA ワールドカップブラジルアジア 3次予選  

日本代表 vs タジキスタン代表 ○8-0（4-0）解散 

 [スタッフ] 

監 督 ｱﾙﾍﾞﾙﾄ・ｻﾞｯｹﾛｰﾆ ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

コーチ ｽﾃﾌｧﾉ・ｱｸﾞﾚｽﾃｨ ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

コーチ 関塚  隆 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 和田 一郎 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

GK コーチ ﾏｳﾘﾂｨｵ・ｸﾞｲｰﾄﾞ ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ ｴｳｼﾞｪﾆｵ・ｱﾙﾊﾞﾚｯﾗ ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞﾄﾚｰﾅｰ 早川 直樹 ((財)日本ｻｯｶｰ協会)  

ドクター 柳田 博美 (加古川病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 前田 弘 ((財)日本ｻｯｶｰ協会)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 池内 誠 (フリー)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 菊島 良介 ((財)日本ｻｯｶｰ協会)  

通訳 矢野 大輔 ((財)日本ｻｯｶｰ協会)  

総 務 津村 尚樹 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 加藤 秀樹 ((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部) 

ﾁｰﾑｶﾒﾗﾏﾝ 松田 利幸 ((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 山根 威信 (アディダス ジャパン(株)) 

ｷｯﾄｽﾀｯﾌ 麻生 英雄 (アディダス ジャパン(株)/(株)BOTTOM UP) 
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[選  手] 

GK 川島 永嗣 リールセ SK（ベルギー） 

 西川 周作 サンフレッチェ広島 

 権田 修一  FC 東京 

DF 駒野 友一 ジュビロ磐田 

 今野 泰幸 FC 東京 

 栗原 勇蔵 横浜 F･マリノス 

 伊野波 雅彦 ハイデュク・ヅプリト（クロアチア） 

 長友 佑都 インテル・ミラノ（イタリア） 

 槙野 智章 １．FC ケルン（ドイツ） 

 吉田 麻也 VVV フェンロ（オランダ） 

 酒井 宏樹 柏レイソル  ※追加招集 

MF 遠藤 保仁 ガンバ大阪 

 中村 憲剛 川崎フロンターレ 

 阿部 勇樹 レスター・シティー（イングランド） 

 長谷部 誠 VfL ヴォルフスブルグ（ドイツ） 

 増田 誓志 鹿島アントラーズ 

 細貝 萌 FC アウクスブルグ（ドイツ） 

FW 藤本 淳吾 名古屋グランパス 

 李  忠成 サンフレッチェ広島 

 岡崎 慎司 VfB シュトゥットガルト（ドイツ） 

 ハーフナーマイク ヴァンフォーレ甲府 

 香川 真司 ボルシアドルトムント（ドイツ） 

 清武 弘嗣 セレッソ大阪  ※怪我の為途中離脱 

 原口 元気 浦和レッズ 

計 24名 

 18. Ｕ-22（ロンドンオリンピック 2012）トレーニングキャンプの件 

  行事名：Ｕ-22（ロンドンオリンピック 2012）日本代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：10 月 17 日（月）～19 日（水） 

場 所：東京都内（江戸川区、駒沢公園、町田市） 

 [スケジュール] 

 10 月 17 日(月) 集合・トレーニング 

 10 月 18 日(火) トレーニング 

 10 月 19 日(水) トレーニングマッチ vs. FC 町田ゼルビア、解散 

 [スタッフ] 

監督 関塚 隆 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

コーチ 小倉 勉 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

GK コーチ 藤原 寿徳 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ 里内 猛 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 武藤 覚 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 
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ドクター 御園生 剛 (筑波学園病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 後関 慎司 ((財)日本ｻｯｶｰ協会/東京ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ専門学校) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 菊島 良介 ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

総務 本間 一憲 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 辻上 裕章 ((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 後藤 雄一 (アディダス ジャパン(株)) 

 [選  手] 

GK 大谷 幸輝 (浦和レッズ) 
 

 
増田 卓也 (流通経済大学) 

 

 
安藤 駿介 (川崎フロンターレ) 

 
DF 實藤 友紀 (川崎フロンターレ) ※怪我のため辞退 

 
比嘉 祐介 (流通経済大学) 

 

 
丸山 祐市 (明治大学) 

 

 
鈴木 大輔 (アルビレックス新潟) 

 

 
吉田 豊 (ヴァンフォーレ甲府) 

 

 
濱田 水輝 (浦和レッズ) 

 

 
牟田 雄祐 (福岡大学) 

 

 
酒井 高徳 (アルビレックス新潟) ※怪我のため辞退 

 
昌子 源 (鹿島アントラーズ) 

 

 
大岩 一貴 (中央大学) ※追加招集 

MF 金崎 夢生 (名古屋グランパス) 
 

 
山本 康裕 (ジュビロ磐田) 

 

 
山田 直輝 (浦和レッズ) 

 

 
東  慶悟 (大宮アルディージャ) 

 

 
山口 螢 (セレッソ大阪) ※怪我のため途中離脱 

 
茨田 陽生 (柏レイソル) 

 

 
扇原 貴宏 (セレッソ大阪) 

 

 
柴崎 岳 (鹿島アントラーズ) 

 

 
登里 享平 (川崎フロンターレ) ※追加招集 

FW 永井 謙佑 (名古屋グランパス) 
 

 
山崎 亮平 (ジュビロ磐田) 

 

 
大迫 勇也 (鹿島アントラーズ) 

 

 
高木 俊幸 (清水エスパルス) 

 
                                                        計 23 名 

19. Ｕ-18（Ｕ-20 ワールドカップ 2013 トルコ）日本代表 タイ遠征の件 

  行事名：Ｕ-18（Ｕ-20 ワールドカップ 2013 トルコ）日本代表 タイ遠征 

期 間：9月 23 日（金）～30日（金） 

場 所：タイ/バンコク 

 [スケジュール] 

9 月 23 日 (金) 集合 
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9 月 24 日 (土) 移動、トレーニング 

9 月 25 日 (日) トレーニング 

9 月 26 日 (月) トレーニング、練習試合 vs バンコク グラス 1-2(負) 

9 月 27 日 (火) トレーニング、練習試合 vs オーソット サパー 1-2(負) 

9 月 28 日 (水) トレーニング 

9 月 29 日 (木) 国際親善試合 vs. U18 タイ代表 0-1(負) 

9 月 30 日 (金) 移動、帰国 

 [スタッフ] 

監 督 吉田 靖 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙ ｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

コーチ 山橋 貴史 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

GK コーチ 慶越 雄二 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ドクター 樋口 潤一 (獅子目整形外科病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 山崎 亨 ((財)日本ｻｯｶｰ協会/横浜ｽﾎﾟｰﾂﾘｿﾞｰﾄ&ｽﾎﾟｰﾂ専門学校) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 片桐 央視 ((財)日本サッカー協会テクニカルハウス) 

総務 添田 貢広 ((財)日本サッカー協会 代表チーム部) 

 [選  手] 

GK 櫛引 政敏 (清水エスパルス) 

 
池村 彰太 (JFA アカデミー福島/福島県立富岡高校) 

 
杉本 大地 (京都サンガ F.C.U-18/ウィザス ナビ高校) 

DF 松原 健 (大分トリニータ) 

 
高橋 祐治 (京都サンガ F.C.U-18/立命館宇治高校) 

 
山中 亮輔 (柏レイソルユース) 

 
佐藤 和樹 (名古屋グランパス U18/東海学園高校) 

 
工藤 将太朗 (大宮アルディージャユース/埼玉県立朝霞高校) 

 
奈良 竜樹 (コンサドーレ札幌 U-18/北海道札幌国際情報高校) 

 
川口 尚紀 (アルビレックス新潟ユース) 

 
岩波 拓也 (ヴィッセル神戸 U-18) 

 
植田 直通 (熊本県立大津高校)*2 

MF 荒野 拓馬 (コンサドーレ札幌 U-18) 

 
小野瀬 康介 (横浜 FC ユース/東京都立美原高校) *1 

 
幸野 志有人 (大分トリニータ) 

 
熊谷アンドリュー (横浜 F・マリノスユース) 

 
廣田 隆治 (ヴィッセル神戸 U-18/神戸学院大学付属高校) 

 
榊 翔太 (コンサドーレ札幌 U-18) 

 
橋本 拳人 (F.C.東京 U-18) 

 
原川 力 (京都サンガ F.C.U-18/立命館宇治高校) 

 
野津田 岳人 (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.C.ﾕｰｽ/広島県立吉田高校) 

 
石毛 秀樹 (清水エスパルスユース/静岡県立清水西高校) 

 
深井 一希 (コンサドーレ札幌 U-18)*1 

FW 三根 和起 (京都サンガ F.C.U-18/立命館宇治高校) 
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南 秀仁 (東京ヴェルディユース) 

 
近藤 貫太 (愛媛 FC ユース) 

*1 ：怪我の為不参加 

*2 ：学校の事情により不参加 

計 23名 

 20. Ｕ-19 日本女子代表 AFCU-19 女子選手権直前トレーニングキャンプの件 

  行事名：Ｕ-19 日本女子代表 AFCU-19 女子選手権直前トレーニングキャンプ 

期 間：9月 29 日(木)～10 月 1 日(土) 

場 所：静岡県御殿場市 

 [スケジュール] 

9 月 29 日(木)  PM 集合・トレーニング 

  30 日(金)   AM  トレーニング、PM  トレーニング 

10 月 1 日(土)  AM  トレーニング、PM  トレーニングマッチ（日大三島高校） 

      夕食後、成田に移動（ホテル日航成田に宿泊） 

 [スタッフ]  

 団 長    ： 上田 栄治   ((財)日本ｻｯｶｰ協会)※9月 30 日～10月 1 日 

 監 督    ： 吉田 浩  ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

 コーチ    ： 本田 美登里  ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

 コーチ    ： 手塚 貴子  ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/栃木 SC) 

 ＧＫコーチ  : 前田 信弘  ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

 ドクター   ： 大岩 孝子  (静岡赤十字病院)  

 ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 山口 由美子 (関西医療大学) 

 総 務    ： 宮崎 英津子 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

 ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ   ： 能仲 太司  (チーム「ニッポン」マルチサポート事業) 

 [選 手]  

GK 武仲 麗依 (INAC 神戸レオネッサ) 

 
望月 ありさ (日テレ・メニーナ) 

DF 左山 桃子 (静岡産業大学磐田ボニータ) 

 
坂本 理保 (浦和レッズレディース)  

 
中村 ゆしか (関東学園大学)※29 日夜に合流 

 
齋藤 あかね (浦和レッズレディース) 

 
浜田 遥 (スペランツァ F.C.高槻) 

 
和田 奈央子 (JFA アカデミー福島) 

 
鈴木 里奈 (常盤木学園高等学校) 

MF 藤田 のぞみ (浦和レッズレディース) 

 
柴田 華絵 (浦和レッズレディース) 

 
川島 はるな (JFA アカデミー福島) 

 
高木 ひかり (常葉学園橘高等学校) 

 
田中 陽子 (JFA アカデミー福島) 

 
仲田 歩夢 (常盤木学園高等学校) 



報告事項報告事項報告事項報告事項    

2011/11/10 第 7 回理事会 

15 

 
松川 智 (大阪桐蔭高等学校) 

 
加藤 千佳 (浦和レッズレディースユース)    

 
猶本 光 (福岡 J・アンクラス) 

FW 佐藤 楓 (HOYO スカラブ FC) 

 
瀬口 七海 (早稲田大学) 

 
横山 久美 (十文字高等学校) 

 
京川 舞 (常盤木学園高等学校)    

以上 22 名 

 21. Ｕ-19 日本女子代表 AFCU-19 女子選手権 （ﾍﾞﾄﾅﾑ･ﾎｰﾁﾐﾝ市）の件 

  行事名：Ｕ-19 日本女子代表 AFCU-19 女子選手権 

期 間：10 月 2 日(日)～18 日(火) 

場 所：ベトナム／ホーチミン市 

 [スケジュール] 

10 月 2 日(日)  AM 移動（成田→ホーチミン市）PMトレーニング 

   3 日(月)   AM  トレーニング、PM  トレーニング 

   4 日(日)  AM  トレーニング、PM  トレーニング 

5 日(日)  PM  トレーニング 

6 日(月)  グループリーグ第 1戦 vs 中国 １－１ △ 

7 日(月)  PM  トレーニング 

8 日(火)  グループリーグ第 2戦 vs 韓国 ３－１ ○ 

9 日(水)  PM  トレーニング 

10 日(土)  グループリーグ第 3戦 vs オーストラリア １－０ ○ 

11 日(日)   AM トレーニング 

12 日(金)  PM トレーニング 

13 日(月)   グループリーグ第 4戦 vs 朝鮮民主主義人民共和国 ２－１ ○ 

14 日(火)   AM トレーニング 

15 日(水)   PM トレーニング 

16 日(木)   グループリーグ第 5戦 vs ベトナム ６－０ ○ 

17 日(土)   休養日 

18 日(土)   AM 成田着 解散 

＊大会優勝（勝点 13）にて FIFA U-20 女子ワールドカップ 2012 への出場権を獲得。 

[スタッフ]  

 団 長    ： 上田 栄治   ((財)日本ｻｯｶｰ協会)※10 月 3日～17 日 

 監 督    ： 吉田 浩   ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

 コーチ    ： 本田 美登里  ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ)※～13 日 

 コーチ    ： 手塚 貴子  ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/栃木 SC) 

 ＧＫコーチ  : 前田 信弘  ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

 ドクター   ： 絹笠 友則  (いちはら病院)  

 ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 山口 由美子 (関西医療大学) 

 総 務    ： 宮崎 英津子 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 



報告事項報告事項報告事項報告事項    

2011/11/10 第 7 回理事会 

16 

 ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ   ： 能仲 太司  (チーム「ニッポン」マルチサポート事業) 

 [選 手]  

GK 武仲 麗依 (INAC 神戸レオネッサ) 

 
池田 咲紀子 (浦和レッズレディース)※10/3 に合流 

 
望月 ありさ (日テレ・メニーナ) 

DF 左山 桃子 (静岡産業大学磐田ボニータ) 

 
坂本 理保 (浦和レッズレディース)※負傷のため10/10にチーム離脱 

 
中村 ゆしか (関東学園大学) 

 
齋藤 あかね (浦和レッズレディース) 

 
浜田 遥 (スペランツァ F.C.高槻) 

 
和田 奈央子 (JFA アカデミー福島) 

 
鈴木 里奈 (常盤木学園高等学校) 

MF 藤田 のぞみ (浦和レッズレディース) 

 
柴田 華絵 (浦和レッズレディース) 

 
川島 はるな (JFA アカデミー福島) 

 
高木 ひかり (常葉学園橘高等学校) 

 
田中 陽子 (JFA アカデミー福島) 

 
仲田 歩夢 (常盤木学園高等学校) 

 
松川 智 (大阪桐蔭高等学校) 

 
加藤 千佳 (浦和レッズレディースユース)    

 
猶本 光 (福岡 J・アンクラス) 

FW 佐藤 楓 (HOYO スカラブ FC) 

 
瀬口 七海 (早稲田大学) 

 
横山 久美 (十文字高等学校) 

 
京川 舞 (常盤木学園高等学校)    

以上 23 名 

 22. フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

期 間：10 月 10 日（月）～12 日（水） 

場 所：大阪府大阪市 

[スケジュール] 

10月 10日 （月） 集合、トレーニング 

10月 11日 （火） トレーニング 

10月 12日 （水） トレーニングマッチ vs. シュライカー大阪、解散 

 [スタッフ] 

監 督 ミゲル・ロドリゴ ((財)日本ｻｯｶｰ協会） 

ｺｰﾁ兼通訳 在原 正明 ((財)日本ｻｯｶｰ協会/東急ｽﾎﾟｰﾂｼｽﾃﾑ(株)) 

ｺｰﾁ兼通訳 小森 隆弘 ((財)日本ｻｯｶｰ協会/東急ｽﾎﾟｰﾂｼｽﾃﾑ(株)) 

ﾄﾞｸﾀｰ 土井 俊 (浜松南病院） 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 佐保 豊 (ｽﾎﾟｰﾂｾｰﾌﾃｨｼﾞｬﾊﾟﾝ) 
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総 務 倉田 研太郎 ((財)日本ｻｯｶｰ協会技術部) 

 [選  手] 

GK 川原 永光 (名古屋オーシャンズ) 

GK 冨金原 徹  (デウソン神戸) 

GK 藤原 潤 (バルドラール浦安) 

FP 木暮 賢一郎 (名古屋オーシャンズ) 

FP 上澤 貴憲 (府中アスレティック FC) 

FP 小宮山 友祐 (バルドラール浦安) 

FP 村上 哲哉 (シュライカー大阪) 

FP 高橋 健介 (バルドラール浦安) 

FP 松宮 充義 (シュライカー大阪) 

FP 北原 亘 (名古屋オーシャンズ) 

FP 原田 浩平 (デウソン神戸) 

FP 小曽戸 允哉 (バサジィ大分) 

FP 佐藤 亮 (シュライカー大阪) 

FP 渡邉 知晃 (名古屋オーシャンズ) 

FP 滝田 学 (ペスカドーラ町田) 

FP 仁部屋 和弘 (バサジィ大分) 

FP 内村 俊太 (ステラミーゴいわて花巻) 

FP 逸見 勝利ラファエル (名古屋オーシャンズ) 

計 18 名 

 23. 日本女子選抜 ヨルダン・パレスチナ遠征の件 

  行事名：日本女子選抜 ヨルダン・パレスチナ遠征 

期 間：10 月 15 日（土）～24 日（月） 

場 所：ヨルダン、パレスチナ 

 [スケジュール] 

10 月 15 日 (土) 集合、移動 

10 月 16 日 (日) 移動、トレーニング 

10 月 17 日 (月) 国際親善試合 vs.ヨルダン女子代表 6-0(勝) 

10 月 18 日 (火) トレーニング 

10 月 19 日 (水) 移動、トレーニング 

10 月 20 日 (木) 国際親善試合 vs. パレスチナ女子代表 19-0(勝) 

10 月 21 日 (金) 移動、トレーニング 

10 月 22 日 (土) 国際親善試合 vs.パレスチナ女子代表 4-0(勝) 

10 月 23 日 (日) 移動 

10 月 24 日 (月) 移動、帰国 

 [スタッフ] 

監 督 本田 美登里 (財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

コーチ 北川 ちはる (財)日本ｻｯｶｰ協会ナｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/ｶﾃｨｵｰﾗﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ)  

ドクター 池田  浩 (財)日本ｻｯｶｰ協会ｽﾎﾟｰﾂ医学委員会/順天堂大学医学部附属順天堂医院  
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ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 島田 真梨子 (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

総務 山田 薫 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

 [選  手] 

GK 井指 楓 (バニーズ京都 SC) 

 
山本 有紗 (日本体育大学女子サッカー部) 

DF 寺田 玲子 (静岡産業大学磐田ボニータ) 

 
西川 早弓 (岡山湯郷 Belle) 

 
茂本 志穂 (岡山湯郷 Belle) 

 
中村 楓 (アルビレックス新潟レディース) 

 
田口 ひかり (JFA アカデミー福島/福島県立富岡高等学校) 

 
若林 美里 (JFA アカデミー福島/福島県立富岡高等学校) 

MF 堀  良江 (アルビレックス新潟レディース) 

 
尾山 沙希 (FC 高梁吉備国際大学)  

 
阪口 彩希絵 (伊賀フットボールクラブくノ一) 

 
杉田 亜未 (FC 高梁吉備国際大学) 

 
児玉 桂子 (アルビレックス新潟レディース) 

 
道上 彩花 (常盤木学園高等学校) 

 
西野 有香 (伊賀フットボールクラブくノ一) 

FW 高橋 千帆 (FC 高梁吉備国際大学) 

 
籾井 美香 (伊賀フットボールクラブくノ一) 

 
小島 ひかる (JFA アカデミー福島/福島県立富岡高等学校) 

計 18 名 

 24. ＪＦＡエリートプログラム 女子 U-14 韓国遠征の件 

 行事名：ＪＦＡエリートプログラム 女子 U-14 韓国遠征 

    ～ＪＯＣ日韓競技力向上スポーツ事業～ 

期  間：10 月 21 日（金）～ 26 日（水） 

場  所：Paju National Football Center（韓国・坡州） 

［スケジュール］ 

10 月 21 日(金) 集合 → ﾛｼﾞｶﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ → ソウル・金浦空港へ 

 22 日(土) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ 

   ｹﾞｰﾑ：U-14 日本女子選抜 2-4（0-3） U-14 韓国女子代表 

 23 日(日) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・市内観光 

 24 日(月) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ 

   ｹﾞｰﾑ：U-14 日本女子選抜 2-0（1-0） U-14 韓国女子代表 

 25 日(火) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・韓国ﾁｰﾑと合同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 26 日(水) 東京・羽田空港へ → 解散 

［スタッフ］ 

監督  ： 大部 由美 （(財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ） 

ｺｰﾁ  ： 岡本 三代 （(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ／Kochi ganador FC） 

ｺｰﾁ  ： 木村 リエ （JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 
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GK ｺｰﾁ ： 坂田  恵 （(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ／広島文教女子大学附属高校） 

ﾄﾞｸﾀｰ ： 小林 慶司 （順天堂大学 整形外科） 

［選手］ 

GK  石野妃芽佳 （東京都：ｽﾌｨｰﾀﾞ世田谷 FC ﾕｰｽ） 

   浅野 菜摘 （神奈川県：横須賀ｼｰｶﾞﾙｽﾞ JOY） 

   松本真未子 （埼玉県：浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

FP  大賀理紗子 （千葉県：ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉ﾚﾃﾞｨｰｽ U-16） 

   呉屋絵理子 （兵庫県：宝塚ｴﾙﾊﾞｲﾚ LFC） 

   杉田 妃和 （福岡県：FC ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ） 

   前田  眸 （鳥取県：SC鳥取ﾌﾟｴﾃﾞ U-15） 

   北川ひかる （福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

   立花  葉 （福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

   八浪 直香 （熊本県：MELSA 熊本ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞｿﾋｰｱ） 

   河原陽夏里 （大阪府：ｾﾚｯｿ大阪ﾚﾃﾞｨｰｽ U-15） 

植田悠莉子 （福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

鴨川 実歩 （茨城県：KASHIMA-LSC） 

森田  海 （福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

橋沼 真帆 （福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

遠藤  優 （埼玉県：浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

中條 結衣 （福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

橋谷 優里 （鹿児島県：神村学園中等部女子ｻｯｶｰ部） 

中田 有紀 （愛媛県：AC.MIKAN） 

児野 楓香 （愛知県：名古屋ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ）         計 20 名 

 25. 2011 ナショナルＧＫキャンプ (10/21～23)の件 

  行事名：2011 ナショナルＧＫキャンプ 

期  間：10 月 21 日(金)～23 日(日) 

場  所：静岡県/時之栖スポーツセンター 

［スケジュール］ 

10 月 21 日(金) 集合 トレーニング 

10 月 22 日(土) トレーニング 

10 月 23 日(日) トレーニング、解散 

［スタッフ］ 

ＧＫコーチ ：川俣 則幸（(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ） 

 ：大橋 昭好（(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ） 

 ：河野 和正（(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ／ｾﾚｯｿ大阪） 

 ：加藤 寿一（(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ／ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島） 

：望月 数馬（(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ／JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

：岸本 浩右（(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ／JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ熊本宇城） 

：岩永 健 （(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ／佐世保市立広田中学校） 

ドクター  ：内田 繕博（清泉クリニック整形外科） 
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山口 収太郎   長崎県 （長崎県立長崎北高等学校） 

石原 祐樹    兵庫県 （ｳﾞｨｯｾﾙ神戸 U-18） 

有賀 陽平    広島県 （ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.C ﾕ-ｽ） 

山岡 弘樹    石川県 （金城学園 遊学館高等学校） 

前川 黛也    広島県 （広島県立広島皆実高等学校ｻｯｶｰ部） 

渋谷 飛翔    東京都 （関東第一高等学校） 

阿波加 俊太   北海道 （ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 U-18） 

本田 渉     新潟県 （ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾕｰｽ） 

田中 雄大    青森県 （青森山田高校） 

吉丸 絢梓    兵庫県 （ｳﾞｨｯｾﾙ神戸 U-18） 

永石 拓海    山口県 （高川学園高等学校） 

岡田 慎司    愛媛県 （愛媛県立松山工業高等学校） 

川島 大輝    福岡県 （FC ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ） 

伊東 倖希    東京都 （FC東京 U-15 深川） 

種村 優志    北海道 （泊ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ） 

金岡 天夢    福井県 （武生ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ･Jr ﾕｰｽ） 

川間 弘明    鹿児島県（和泊中学校ｻｯｶｰ部） 

林 瑞輝     大阪府 （ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

齊藤 勝     岩手県 （MIRUMAE・FC・U-15） 

小島 亨介    愛知県 （名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ U15） 

                                     以上 20 名 

 


